
【資産の部】                  － 【負債の部】                  －

　固定資産      41,080,777,189 　固定負債       9,052,356,721

　　有形固定資産      38,978,670,283 　　地方債等       8,016,880,721

　　　事業用資産       9,898,768,900 　　長期未払金                  －

　　　　土地       4,167,798,358 　　退職手当引当金       1,035,476,000

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物      11,414,892,824 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額     △7,181,607,589 　流動負債         936,515,255

　　　　工作物       2,153,905,657 　　1年内償還予定地方債等         835,172,000

　　　　工作物減価償却累計額       △681,192,790 　　未払金                  －

　　　　船舶                  － 　　未払費用                  －

　　　　船舶減価償却累計額                  － 　　前受金                  －

　　　　浮標等                  － 　　前受収益                  －

　　　　浮標等減価償却累計額                  － 　　賞与等引当金          72,504,485

　　　　航空機                  － 　　預り金          28,838,770

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他                  －

　　　　その他           2,725,920 負債合計       9,988,871,976

　　　　その他減価償却累計額           △681,480 【純資産の部】                  －

　　　　建設仮勘定          22,928,000 　固定資産等形成分      43,164,126,051

　　　インフラ資産      29,030,834,159 　余剰分（不足分）     △9,415,850,461

　　　　土地         167,012,699 　他団体出資等分                  －

　　　　建物           7,756,944

　　　　建物減価償却累計額           △940,059

　　　　工作物      74,449,032,433

　　　　工作物減価償却累計額    △46,239,448,426

　　　　その他         646,711,884

　　　　その他減価償却累計額           △781,716

　　　　建設仮勘定           1,490,400

　　　物品         520,344,585

　　　物品減価償却累計額       △471,277,361

　　無形固定資産                  －

　　　ソフトウェア                  －

　　　その他                  －

　　投資その他の資産       2,102,106,906

　　　投資及び出資金          20,556,678

　　　　有価証券           3,389,514

　　　　出資金          17,167,164

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権         149,805,853

　　　長期貸付金         256,000,000

　　　基金       1,685,595,731

（単位：円）

科目 金額

全体貸借対照表
（平成31年03月31日 現在）

全体

科目 金額



　　　　減債基金           4,560,001

　　　　その他       1,681,035,730

　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金         △9,851,356

　流動資産       2,656,370,377

　　現金預金         478,821,848

　　未収金          29,543,055

　　短期貸付金           3,000,000

　　基金       2,080,348,862

　　　財政調整基金       2,080,348,862

　　　減債基金                  －

　　棚卸資産          68,554,577

　　その他                  －

　　徴収不能引当金         △3,897,965

　繰延資産                  － 純資産合計      33,748,275,590

資産合計      43,737,147,566 負債及び純資産合計      43,737,147,566

（単位：円）

科目 金額

全体貸借対照表
（平成31年03月31日 現在）

全体

科目 金額



経常費用                  8,739,081,829

　業務費用                  5,135,342,027

　　人件費                  1,118,373,946

　　　職員給与費                  1,059,374,588

　　　賞与等引当金繰入額                      4,551,930

　　　退職手当引当金繰入額                     11,169,000

　　　その他                     43,278,428

　　物件費等                  3,916,245,687

　　　物件費                  1,669,362,867

　　　維持補修費                    330,709,200

　　　減価償却費                  1,905,539,701

　　　その他                     10,633,919

　　その他の業務費用                    100,722,394

　　　支払利息                     62,500,666

　　　徴収不能引当金繰入額                     13,739,324

　　　その他                     24,482,404

　移転費用                  3,603,739,802

　　補助金等                  2,611,409,350

　　社会保障給付                    531,078,111

　　他会計への繰出金                    457,727,390

　　その他                      3,524,951

経常収益                    397,942,777

　使用料及び手数料                     70,096,223

　その他                    327,846,554

純経常行政コスト                  8,341,139,052

臨時損失                     40,234,940

　災害復旧事業費                             －

　資産除売却損                     11,463,140

　投資損失引当金繰入額                             －

　損失補償等引当金繰入額                             －

　その他                     28,771,800

臨時利益                    130,245,552

　資産売却益                     70,860,819

　その他                     59,384,733

純行政コスト                  8,251,128,440

全体行政コスト計算書
自 平成30年04月01日

（単位：円）

全体

至 平成31年03月31日

科目 金額



44,002,885,392 △8,880,364,62335,122,520,769前年度末純資産残高 －

△8,251,128,440△8,251,128,440　純行政コスト（△） －

6,860,860,2616,860,860,261　財源 －

4,916,709,9474,916,709,947　　税収等 －

1,944,150,3141,944,150,314　　国県等補助金 －

△1,390,268,179△1,390,268,179　本年度差額 －

△854,782,341 854,782,341　固定資産等の変動（内部変動） －

1,317,606,474 △1,317,606,474　　有形固定資産等の増加 －

△2,125,396,533 2,125,396,533　　有形固定資産等の減少 －

199,531,070 △199,531,070　　貸付金・基金等の増加 －

△246,523,352 246,523,352　　貸付金・基金等の減少 －

－－　資産評価差額

16,023,00016,023,000　無償所管換等

－　他団体出資等分の増加 －

－　他団体出資等分の減少 －

－ －－　その他

△838,759,341 △535,485,838△1,374,245,179　本年度純資産変動額 －

43,164,126,051 △9,415,850,46133,748,275,590本年度末純資産残高 －

（単位：円）

科目
固定資産等形成分 余剰分（不足分）合計

全体純資産変動計算書
自 平成30年04月01日

全体

至 平成31年03月31日

他団体出資等分



【業務活動収支】                             －

　業務支出                  6,796,591,874

　　業務費用支出                  3,192,852,072

　　　人件費支出                  1,102,653,016

　　　物件費等支出                  2,010,705,986

　　　支払利息支出                     62,500,666

　　　その他の支出                     16,992,404

　　移転費用支出                  3,603,739,802

　　　補助金等支出                  2,611,409,350

　　　社会保障給付支出                    531,078,111

　　　他会計への繰出支出                    457,727,390

　　　その他の支出                      3,524,951

　業務収入                  7,039,930,891

　　税収等収入                  4,911,397,800

　　国県等補助金収入                  1,730,590,314

　　使用料及び手数料収入                     70,096,223

　　その他の収入                    327,846,554

　臨時支出                             －

　　災害復旧事業費支出                             －

　　その他の支出                             －

　臨時収入                             －

業務活動収支                    243,339,017

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                  1,355,069,695

　　公共施設等整備費支出                  1,137,984,582

　　基金積立金支出                    214,085,113

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                      3,000,000

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                    542,892,517

　　国県等補助金収入                    213,560,000

　　基金取崩収入                    255,471,698

　　貸付金元金回収収入                      3,000,000

　　資産売却収入                     70,860,819

　　その他の収入                             －

投資活動収支                  △812,177,178

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    789,268,352

　　地方債等償還支出                    789,268,352

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                  1,412,718,000

　　地方債等発行収入                  1,412,718,000

　　その他の収入                             －

全体資金収支計算書
自 平成30年04月01日

（単位：円）

全体

至 平成31年03月31日

科目 金額



財務活動収支                    623,449,648

本年度資金収支額                     54,611,487

前年度末資金残高                    395,371,591

本年度末資金残高                    449,983,078

前年度末歳計外現金残高                     12,367,914

本年度歳計外現金増減額                     16,470,856

本年度末歳計外現金残高                     28,838,770

本年度末現金預金残高                    478,821,848

全体資金収支計算書
自 平成30年04月01日

（単位：円）

全体

至 平成31年03月31日

科目 金額


